教職員とその家族を守る

全教自動車保険
５つの特徴

①無事故割引を引き継げます
②団体扱い割引を10％に拡大

③家族の車もまとめるとさらに割引

④退職者もメリット引き継ぎで安心
⑤申し込んだその日から安心

刻に して しまう もので す。
教職員の長時間過密労働を解消する
ためには、少人数学級の実現や教職員
定数 の抜 本的改 善によ って 人を増 やし 、
一人あたりの業務量を縮減することが
不可欠です。教職員のいのちと健康を
守り、ゆきとどいた教育をすすめる立
場から、道教組は、公立学校に「１年
単位の変形労働時間制」を導入しない
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ことを求める請願署名にとりくんでい
ます 。「せんせ いふや そう」 ネット 署名
とともに、職場、地域で対話を広げま
しょ う。

②勤務時間が１時間 長くなり、
より働 きづらくなってしまう
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①制度導入反対を求め る
署名に とりくみましょう
文科省が、 月４日開会予定の臨時
国会に、地方自治体の条例等によって
公立学校に「１年単位の変形労働時間
制」を導入するための法案を準備して
いると言われています。この制度は、
時間外勤務の実態を覆い隠し、教職員
の長時間過密労働の実態をいっそう深

「１ 年単位 の変 形労働 時間制 」とは 、
１年間を「繁忙期」と「閑散期」とに
分け 、「繁忙期 」の勤 務時間 を延長 し、
「閑散期」の勤務時間を短縮すること
によって、年間で平均した週当たりの
労働時間が 時間を超えないようにす
る制度です。現状の時間外勤務の実態
を覆い隠すだけで、長時間過密労働の
解消 には つなが らない もの です。
最大 の問 題は 、授業 のあ る期 間が「繁
忙期」とされ、１日８時間を超える勤
務が 毎日 のよう に強い られ ること です 。
日常の勤務時間が「１年単位の変形労
働時間制」によって８時間 分となれ
ば当然のことながら職員会議や官制研
修の終了時間を１時間遅くすることも
可能になります。今でも職員会議が終
わり、やっと翌日の授業準備や報告書
の作成などの業務をしている実態を踏
まえれば、帰宅時間がますます遅くな
ります。また、現行の退勤時間で帰ろ
うとすれば、１時間の年休を取得しな
けれ ばな らなく なりま す。
女性教職員が多く、しかも世代交代
によって若い教職員が増えている学校
現場では育児や介護などを抱えていた
り、自らの病気疾患で時間外勤務を極
力控えなければ働き続けられない教職
員も少なくありません。そうした教職
員にとっては、より働きづらいものと
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当然のことながら名目上の時間外勤務
は減少します。一日の拘束時間を増や
す一方で、時間外勤務があたかも減っ
ているかのように描き出せます。そし
て、長期休業期間に「一定の休日」が
設定されていると装うことで、名目上
の辻褄合わせを図ることができます。

⑥長時間過密労働の 解決に向けた 、
私たち が求める方策

文科省は、職場・教職員の要求に応
えて、教職員定数増、少人数学級の実
現など、抜本的な改善策こそ行うべき
です。にもかかわらず、文科省は給特
法の「教育職員については、時間外勤
務手当及び休日勤務手当は、支給しな
い」という規定を口実に時間外手当を
支払うこともなく、同時に時間外手当
を支給しない根拠の一つである「原則
として時間外勤務は命じられない」と
の規定を無視し続けてきました。文科
省そのものの存在意味すら問われてい
ます 。

⑦「 １ 年 単 位 の 変 形 労 働 時 間 制 」
ではな く 、
「せん せいふやそう」

１月 日 の中 教審答 申に 、「 １年単 位
の変形労働時間制」の導入が盛り込ま
れた こと に対し 、「教職員 の長時 間勤務
を看過できないとした文科省の着地点
が１年単位の変形労働時間制なのか」
とい う怒 りの声 が広が りま した。
「せんせいふやそう」署名は、８月
末で２３１１１筆となり、今後も５万
筆を 目標 に署名 を継続 しま す 。「私も、
一言」欄には、数々の悲痛な叫びが寄
せら れて います 。
職場 や地 域で 、「１年単 位の変 形労働
時間 制 」で はなく「せ んせい ふや そう 」
の声を広げましょう。公立学校に「１
年単位の変形労働時間制」を導入しな
いことを求める請願署名と「せんせい
ふや そう 」署名 を大 きく広 げま しょう 。
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全教は２０１７年に「教職員の長時
間過密労働の抜本的な解決を求める全
教の提言」を発表して、深刻な長時間
過密労働の解決の基本要求を示し、と
りくみをすすめてきました。基本要求
の主 なも のは以 下の通 りで す。

１
( 教
) 職員の定数改善を抜本的に行い、
以下の２点を実現すること。
①少人数学級を小学校から高校まで実
現すること。
②教員一人の持ち授業時間数に上限を
設定し、子どもたちの教育に必要不
可欠な授業準備や研修の時間を確保
すること。
＊全教は文科省に「当面の上限を小学
校 時間、中学校 時間とすること」
を求めていま す。
２
( 授
) 業準備にかかる時間を、勤務時間
内に保障 すること。
３
( 過
) 度 な 競 争 主 義 、 管 理 と 統 制 の 教育
政策を 抜本的に転換すること。
４
( 給
) 特法の名称を「教育職員の労働時
間の適正な管理と給与等に関する法
律 」に改め、改正すること。
５
( 任
) 命権者と服務監督権者、管理職は
労基法や労安法にもとづき、学校現
場の実情に応じた環境整備を行い、
教職員のいのちと健康を守るため責
任ある役割を果すこと。
18

なっ てし まいま す。

これほど問題のある制度を、労使協
定の締結によらずに実施させようとし
ていることは、労働者保護の観点から
見て 、あ っては ならな いこ とです 。
厚生 労働 省の 示す「『一年単位 の変形
労働時間制』の運用に当たってのガイ
ドラ イン につい て」で は 、「週の労 働時
間をあらかじめ定めておくことが困難
な業務」は「変形労働時間制を適用す
る余 地は ない」 として いま す。
教育現場はあらかじめ業務を想定し
てもその通りにすすまないのが現実で
す。なぜなら、子どもたちは日々成長
し、時には様々な問題を起こすことも
ある、まさに生きた子どもたちに対す
る教育活動を行っているからです。保
護者との対応を含め、学校や教職員個
人のペースを軸とした教育活動をすす
めることには自ずと限界があります。
この こと から も 、教 職員の 仕事 は 、「１
年単位の変形労働時間制」適用の予知
がな いこ とは明 白です 。

⑤１年単位の変形労働時間 制を
持ち込もうとす るねらいは？
柴山文科大臣（当時）も「変形労働
時間制を導入することで、教師の業務
や勤 務が 縮減す るわけ では ない 」（２０
１９ 年１ 月７日 「日本 教育 新聞 」）と認
めています。それでも制度を導入しよ
うとするのは、超過勤務を覆い隠して
見えないようにして、現状の違法な超
過勤務を少しでも合法化することで、
教職員の定数改善についての議論を避
けたいという意図があるのではないか
と感 じら れます 。
平日 の勤 務時 間が１ 時間長 くなれ ば 、
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③ 休 み の 日 な のに 働 い て い る こ と
が当た り前になる危険性も
すべての校種を通じて、休日に出勤
して仕事をしている教職員の姿は珍し
くありません。また、勤務時間の割り
振り変更によって休日に振替えられて
いても、実際には勤務しているという
実態 もあ ります 。
さらに長期休業中は、部活動や校内
研修、初任者研修や 年次研修（中堅
教諭 等資 質向上 研修 ）、教員免 許更新 講
習などが目白押しの上に、多くの地域
や学校で長期休業期間の短縮が行われ
ています。こうしたもとで形式的に長
期休業中に休日を設定しても、実際に
は休日に勤務しているということにな
らざ るを 得ませ ん。
１年単位の変形労働時間制は、課業
期間中の勤務時間が延長されるだけで
現在の長時間過密労働に拍車をかける
危険 性を 内在し ていま す。

「１年単位の変形労働時間制」は、
労働基準法によっても厳しい制限がか
けられ、労使協定の締結なしには実施
でき ない とされ ている 制度 です。
この制度は、地公法によって、公立
学校の教職員を含む地方公務員は適用
除外となっています。 月の臨時国会
に提出しようとしている法案は、その
制度を、労使協定の締結なしに、地方
自治体の条例等によって実施できるよ
うに する ための もので す。

④労 使協定の締結なしでの実施は 、
労働者保護の観点から も問題
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